
たんぽぽ保育園 松川由美園長から小林里江子園長へ
つくしんぼ保育園 山下純子園長（2015.4～2022.3）から杉山昌世園長へ
バトンが繋がります。
長い間あらぐさ福祉会のために尽力していただきありがとうございました。

たんぽぽ保育園で、たくさんの子どもと保護者
のみなさんと保育者の仲間と、たくさんの時間
を一緒に過ごさせてもらいました。

0才児の時からやりたいことがあり、思いがある。
一人一人を尊重した保育。幼児になれば、運
動会や遠足の中身も子どもと保育者が一緒に
考えつくっていく保育。自分達のやってみたい
ことがあったら、子どもと保育者が一緒にどうし
たら実現できるか考える保育。そんな保育をめ
ざして試行錯誤するたんぽぽで過ごせたことに
本当に感謝しています。

今、話し合うよりも力で自分達の考えを押し通
そうとする戦いが世界の中でおこっています。
自分の意見を伝え、相手の意見も聞いてどうし
たらいいか考える、そんな対話する力の大事さ
を子ども達に伝え続けるたんぽぽでいてくださ
い。

お世話になったみなさん、本当にありがとうご
ざいました。

たんぽぽ保育園 前園長 松川由美

感謝の気持ちをこめて

園長在籍中は大変お世話になりました。現在、再雇用でたんぽぽ
保育園の一職員に返り咲き?、子ども達のそばで、しあわせな日々
をすごしております。

元々の私は人前に出るのは苦手で、何をするにも自信が無い、そ
んな人間でした。そんな私が園長なんて。勤め上げられたのは、み
なさんのおかげでしかありません。

たんぽぽ・つくしんぼの保育との出会いは、私にとってはすごく大
きいものでした。子ども達への保育を通して、自分を振り返りみつ
めてみる。自己主張が大事だと、子どもたちに自分の思いを出す
ことを願っている時、自分は自分自身としての考えや思いをしっか
り持てているのだろうか。子どもたちに折り合いをつけることを願っ
ている時、自分は、相手や仲間の考えに聞く耳を持てているのだろ
うか。また、保育のことだけでなく、子どもたちの裏側にある社会環
境についてや、その為に声をあげることの大切さ を知ることがで
きました。

学ぶことの楽しさを教えてもらったのも、ここでした。一人で学ぶだ
けでなく、仲間達と「こんなこと大事だよねぇ～」等と話し合い、共有
し、たくさんの積み重ねができたことは、私の財産にもなりました。

子どもたちのかわいい笑顔、先生達の素敵な実践、話、ママパパ
達との楽しいお話。そんな日々のみなさんからのパワーをいただ
いて、7年何とかやらせていただきました。いたらないことだらけで
したが、楽しいこともいっぱいでした。本当に、ありがとうございまし
た。これからも、よろしくお願いいたしますね。

つくしんぼ保育園 前園長 山下純子
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2022.4月 たんぽぽ・つくしんぼ保育園ともに園長交代しました！
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福寿草（デイサービス）



ついこの間まで「さむ～い！」と窓辺で日向ぼっこをしていた子ども達も、今では全身泥んこになって遊んでいる
たんぽぽっ子です。毎日の様子をちょっこと紹介しますね。

2022年度号

こんにちは、４月からたんぽぽ保育園の園長になりました
小林里江子です。（旧姓・清水です）

たんぽぽに努めて今年でなんと３６年目になります。
その間、結婚して、子育てを経験し、その子どもたちも独立し、
今は孫もいて、アッという間にばあばになってしまいました。
自身の初めての子育て中には、保育士としてではなく、母として
の悩みを保護者の方と共有しながら子育てできたことは、私に
とっては大きな支えでした。

また、夏祭りでは、保護者の方たちとともに太鼓をしたり、ゆず
りんの曲で踊ったり。その時は、毎晩のように練習して大変だな
～って思いましたが、今ではそんな保護者の方たちとのつながり
があったからこそ、ここまで来られたんだと思います。保護者の方
の支え・そしてつながりはとても大事な事だと今改めておもいま
す。

今はコロナでなかなか思うような活動ができませんが、卒園生

の保護者の方、卒園生の方たちとお会いできる活動ができたらと
思っています。

水と砂と太陽を
全身で感じて
います(^^)

乳母車♪
おしりあい💕

はじめての
クレヨン✐

えのぐペタペタ
きもちがいいなぁ～

ね～♪

今日は、今が旬の
たけのこごはん🍚

たんぽぽ
いっぱい



『怖い、けどやりたい！』 ２才児クラス Y（２歳６ケ月）

ろく木乗り越えをお２階さん（3.4.5歳児）がやっているとYとSもやりたいと来る。
S :1回目から怖々だがなんとか乗り越える。
Y :顔が出るまでスイスイと登り足をかけようとする。
保 :「もう一つ上がらないと無理！」（届かない）
Y :足を戻すと「こわい～」
保 :（無理かな？）「下りる？」
Y :「うん。」やめて下りてくる。 ～ 少しすると ～
Y :列に並んでいる。順番がきて取り付くと、さっきは行けなかった所まで今度は 一気に登る。

片足を挙げて跨いだ。が、止まる。「こわい…」
保 :（どう動いたらいいかわからないんだろうな）「ここに、こっちの手を！」「ここ持って。」等、

手を動かしてあげながら声をかける。
Y :手に力が入ってないよう
保 :「グッとつかむよ！」
Y :しっかりと木を握る。もう片方の足を探るように抜くと身体を反転させ、乗り越えた。

ゆっくりと下りていく。
保 :「できた～！やったね、Yちゃん！」両手出す。
Y :「うん。」両手タッチで応える。（やったー！って感じよりニッコリ満足気）
その後も何回も並んでは、やっていた。コツをつかんだようで、ほとんど声をかけなくても乗り越えていく。

『またやりたい！』

Y :朝の集まりの時「昨日のまたやりたい！」と言う。同じ気持ちの子たちと一緒に、ろく木を
「ワッショイ、ピッピッ！」と運び準備もした。
同じクラスの友達が他にいなくなっても、一人お２階さんに混じって並び、何度もやっていた。

できたのが嬉しくて何回も何回もやりたくなったろく木登り。やってみたい…やってみたら怖かった…でも
もう一回挑戦してみよう！ やりたい！出来るようになりたい！という強い思いが感じられた。

※遊びの中、生活の中にYの 『やりたい！』『できるようになりたい！』など、たくさんの思いが出ています。
その中で『できた！』『うまくいかなかったけど、がんばった。』という体験をつんでいくことが、
次への意欲につながっていくのだろうと、こども達と過ごす中で感じています。

たんぽぽの子どもたち

『EくんKさんになる』 １才児クラス E（２歳３ケ月）

Kさんは、月～水夕方、ボランティアで駐車場の交通整理をしてくれている卒園生のお父さん。
いつも夕方のお散歩に行くときに赤い警棒を振って、見送ってくれます。
夕方の散歩から帰ってきて、部屋に入ると、ペットボトルを２本持つEくん。
E ：「あぶないですよ～」とペットボトルを左右に振る。
E ：「車きま～す」（んっ？？？これってKさん？？？）
A ：「ぴ～ぴ～ぴ～バックします」とゴミ収集車を走らせてくる。
E ：「どうぞ～」

※この日は、Kさんがいない日。今日Kさんいなかったな～って思ったのかな？？
自分が見たり体験したことをすぐにごっこにしたくなる１才児ならではの表現ですね。

園庭に紅葉を見せるカエデと銀杏は、第1回生が卒園記念として、富士山の麓から
運んできた、直径わずか3ｃｍ程の幼木を植えたものである。埋土した敷地は地中に
石がたくさんあるため、決してスクスク伸びてはいないが、さまざまな困難とたたかって
成長している姿は、園の歴史そのものではないだろうか。
たんぽぽ保育園が、これらの木々と共に太く高く大きく成長することを願っている。

（たんぽぽ保育園認可10周年記念「あそび虫」第1期生保護者の方の記事より抜粋）

1期生が1981年に植樹してから40年たんぽぽの子ども達と一緒に大きく育った銀杏
の木。新園舎建設に伴い園舎の移転をするため、伐採することになってしまいました
が、2022年新園舎で時を刻む「時計」に生まれ変わりました。

＊たんぽぽにお立ち寄り頂いた際には、ぜひご覧ください＊

旧園舎の銀杏の木



だんごむし

福）静岡あらぐさ福祉会
つくしんぼ保育園
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R画伯

Ｋ画伯 もり

2015年開園して７周年がたちました。新築の園舎が、７年経ち少し
ずつ味が出てきました。いい感じの汚れ具合(笑)”みんなでつくった
みんなの保育園“が力を合わせ育ち合っています！！

園舎 ２０２２

つくしんぼには画伯がいっぱい

フォトギャラリー

園舎内に新たに仲間入りしたのが、チャッピー(金魚）とメダ
カです。チャッピーは、子どもたちが名付けてくれました。
特に乳児に人気のチャッピーは子どもたちの癒しでもありま
す。メダカちゃんたちは今年３匹の赤ちゃんが誕生しました。
廊下にひっそりと過ごしている魚たちですが、子どもたちも
その様子を気にして、毎日チャッピーに声をかけてくれてい
ます。

第３号

Ｋ画伯 だんごむし

うみのさかな

バナナ鬼ブーム
到来！捕まって
も陽気なバナナ
さんたち〜✨

水遊び最高!!

お友達と一緒に、
「あるこ〜あるこ〜🎶」

あったかい
ところで〜す！

ライオンさん！？

水の反射に入り込ん
で、気分は水の中の
ペンギンさん！🐧

頭にゴボウをのっけて
にっこにこ！😂



開園当初は、新入園児の入園後はすぐに保護者と離れて、短い時間から徐々に保育時間を延ばして子どもが
園に慣れていく「慣らし保育」をしていましたが、職員が研修で「親子通園」の実践を学んできたことをきっ
かけに《出会い保育》をはじめました。「出会い保育」のネーミングにも「子どもも職員も親も、お互いが出
会っていく大事な時間」という思いが込められています。

2021年度（開園7年目）当時保育歴24年 斉藤あかね・保育歴35年 杉山昌世

月刊[ちいさいなかま］2022・5月号に掲載されたものを要約して紹介します。

一人にひとつの誕生日

出会い保育 ～初めての園生活、子どもにも保護者にも安心を～

友だちや保育者を知ることが保護者の安心に

Nちゃんの保護者からこんな感想をいただきました。

「出会い保育に参加させていただき、どんな風に一日を過ごすのか、どんな風にご飯を
食べるのか、どんな先生やお友だちがいるのか、出会い保育をさせてもらわなかったら
分からなかったことが知れて、Nにとってだけでなく、私にとってもありがたい経験でし
た。入園までは、こんなに小さい時から保育園ってどうなんだろう…と正直不安な気持
ちの方が大きかったのですが、とても愛情深く、子どもたちのことを自分のことのよう
によく考えてくださる先生たちに保育してもらえることがとても心強く感じています。
今までも支援センターに行ったり、月齢が近いこと遊んだりしていたのですが、その時
は「友達」という認識がなかったNが、RくんやKちゃんと仲よく遊んでいる姿にもびっ
くりしました。

実践記録

「初めての園生活を保護者とともに過ごす安心感の中で」

出会い保育では、初めての場所、知らない人たちでの生活ですが、そこに大好き
な保護者がいるという絶大な安心感があります。子どもは保護者という安心基地
があるので自ら動きだし、新しい場所に自分の好きなものを見つけ、好きなおも
ちゃを手にし、好きな歌に心も体も動き出します。保護者も安心して遊ぶ我が子
の姿を目にして、ホッとしています。保育中の保護者と子どものやり取りを見て
いると、寝かしつけや食事方法に、保育士はヒントをもらえます。そして、出会
い保育中にお母さんやお父さんと保育士が親しくなると、子どもたちの中にも保
育士に対する安心感も生まれてきます。

「出会い保育でのNちゃんとお母さん」

出会い保育２日目のこと。Nちゃんは近くにいる子の顔や頭に手を伸ばし触ろうとしていま
した。その都度、慌てて止めようとするお母さんに、Nちゃんが人に対しての興味から触りた
がっていることや、この時期、他の子も同じような姿があること、成長の姿として肯定的にみ
ていることなどを話しました。

ある食事の時、NちゃんとKちゃんが二人並んでつかまり立ちをして、一生懸命お皿に手を
伸ばす姿が…。お友達とそんないたずらもするようになったんだね…と、ほほえましいNちゃ
んの姿をお母さんと共有しました。

しかし、Ｎちゃんは入園当初乳母車に乗ることが苦手でした。乳母車に乗せようとすると大
泣きして抵抗します。無理に乳母車に乗せることはせず、お母さんとだっこでのんびりお散歩
に行くようにしました。お母さんとの安心の中で、テントウムシを見つけたり、風車を見たり、
お散歩の楽しさをたっぷり味わうと、そのうち、散歩先ではお母さんの抱っこから降り、自分
の興味関心先へ、ハイハイで行けるようになりました。

「ひとりにひとつ！のHappy  Birthday！」

つくしんぼ保育園では、誕生日を迎えると各クラスでお祝いをします。ロウソクに
火をともして、おともだちに歌ってもらって「ふ～っ」と火を消して、、、パチパ
チパチ拍手～！「おめでとぉ～」・・・そんなちいさな誕生会ですが、ひとりひと
りにとって特別なHappyな時間なのです。このちいさな誕生会はおつきちゃんから
エルマーさんまで（時には職員も？）開催されますが、おうちのみんなにはお祝い
した当日、つけてもらう誕生日バッジがあります。（安全ピンでつけるので、おつ
きちゃんとももんちゃんの間はつけてなくてごめんね）りんごが付いていて、歳の
数だけボタンが付いています。そしてよく見るとりんごがちょっと欠けています。
完璧なひとなんていないと思うんです。ひとりひとり得意なこともあれば苦手なこ
ともある。でこぼこしてるから面白い。でこぼこしてるからひとと繋がって、寄り
添ったりいい具合に補い合ったり高め合ったり、さらに面白くなっていける。そん

な想い願いを込めた欠けたりんごのバッジです。



この度デイサービス福寿草は、静岡市より

　要介護度改善評価事業「奨励賞」
をいただきました！福寿草に通ってくださる皆様
が、ずっと元気でお変わりなくいてくださるから
こそ、いただけた賞です。ご利用者様と職員、みん
なで喜び合いました。

     デイサービス福寿草 〒422-8006

駿河区池田667-1
054-208-0103

こんにちは！デイサービス福寿草です。
地域に根差した高齢者のよりどころを、との思いで
たんぽぽ保育園・つくしんぼ保育園と同じ（福）静岡あらぐさ福
祉会が経営する地域密着型通所介護（デイサービス）です。定員
10名、こじんまりして施設らしくないところが特徴です。「ここ
は家みたいなもんだよ」と、ご利用者様は言ってくださいます。

福寿草名物、魚釣り！

クラゲが釣れたよ

魚は景品と交換です

お土産たくさん！

　高齢者介護のご相談、承ります。
　℡208-0103までお気軽にどうぞ。
　　　　　　　　担当　成田


